
【平成２３年１１月３０日～１２月２８日受付分】

名称 業務内容 住所 事業所内における取組・事業所活動を通じた取組 県民に対する普及啓発活動への取組

1 長野都市ガス　株式会社 ガス事業 代表取締役社長 茂木　通則 長野市鶴賀1017

・社員全員で省エネルギーに取り組むため「冬季の省エネルギー対策」を定め実
行します。
・社員の家族を含めた省エネに努め「信州省エネコンテスト」に積極的にチャレン
ジします。
・事業活動を通じ高効率ガス機器の普及等、省エネ機器への積極的な切替えを促
進します。
・省エネ推進のため、全事業所の照明をＬＥＤ化します。
・家庭用途において太陽光とガス燃料電池による「Ｗ発電」の普及促進を通じて省
エネを実現します。

・全社ショールーム等の掲示板に「さわやか信州省エネ大作戦」のＰＲポスターを
掲示し県民への啓発を実行するとともに来場者に「家庭の節電メニュー」を配布し
ます。
・「信州エコポイント事業」をＰＲし、省エネ機器の普及に努めます。
・会社ＨＰに都市ガス関連の省エネ情報を掲示し、広く県民に省エネ情報を提供し
ます。

2 株式会社　明神館 旅館業 代表取締役 齊藤　茂行
松本市大字入山辺
8967

・LED電球への積極的な交換作業の実施（2011/3導入済み）。また、現在LED蛍光
管への変更を検討中。

・長野県の行う「信州エコ泊覧会」への早期の参加
・エコ認証制度「グリーンキー」の加盟
・明神館のエコへの取組を紹介（ホームページ）

3 株式会社　サンジュニア

給湯機器・冷
暖房機器等の
製造・販売・工
事

代表取締役 西原　秀次 須坂市須坂1595-1

・社内に設置済の環境委員会を通じて、社員全員で省エネに取り組みます。
・当社製品である太陽光発電システム、太陽熱給湯システム、節電サーモ、ＬＥＤ
照明を全県への普及促進を図ります。
・太陽エネルギーシステム（太陽光、太陽熱）の初期投資費用が、ゼロになるシス
テム構築を確立します。

・当社ホームページに、「さわやか信州省エネ大作戦２０１１冬」の運動について掲
載します。
・自然エネルギー信州ネットの会員として、各地域協議会等や交流の場で啓発活
動を行います。
・社イン（家庭）向けに、節電に関する知識を身につけてもらうための講習を行いま
す。

4 株式会社　五竜
スポーツ・レ
ジャー施設運
営

代表取締役 駒谷　嘉宏
白馬村大字神城
22184-10

・環境ISO１４００１の認証を受け、その活動の一つとして、CO2削減に全社を挙げ
て取り組んでおります。
・社内の電気の約５０％以上を自家発電でまかない、廃熱を暖房、給湯、融雪に
利用しております。

・当社独自の「白馬五竜エコパートナー」という取り組みを平成22年より開始し、
ECO活動にご理解があり、当社と共にECO活動を推進していただける企業・団体
様を募集しております。（現在14社）
・当社経営の白馬五竜スキー場のスキーセンター「エスカルプラザ」などに「さわや
か信州省エネ大作戦２０１１冬」のポスターを貼り、シーズン退場者30万人に運動
を告知します。
・当社冬期従業員２４０名に毎月１回「スキルアップセミナー」を開催し、省エネ活動
の普及をいたします。

5 株式会社　サイベックコーポレーション
超精密部品の
金型開発及び
プレス加工

代表取締役社長 平林　巧造
塩尻市広丘郷原单
原1000-15

・エネルギーデマンド管理システムにより昨年対比デマンド値５％を削減します。
・毎週１回以上の節電パトロールを行い、省エネに取り組みます。
・室温を１９℃に管理し、省エネに取り組みます。

・社内で行っている環境活動の見える化と、省エネに関する情報の掲示板スペー
スを設置します。
・社員を通じて、節電提案など省エネ情報を家庭へ発信していきます。
・社員の家族（子供）に描いていただいた省エネポスターを社内に掲示し、家庭内
と外来者の方々の節電・省エネ意識の普及啓発に努めます。

6
長野県厚生農業協同組合連合会
佐久総合病院

病院 院長 伊澤　敏 佐久市臼田197

・当院に設置されている佐久総合病院省エネ推進委員会を中心に、医療機関とし
て患者さまの療養環境を守りながら職員全員で省エネに取り組みます。
・ウォームビズを徹底し、空調の設定温度を原則20℃とします。
・夏の節電で活躍した扇風機を冬季も使用し、効率よく暖房を循環します。

・患者さま向けの省エネ協力依頼ポスターを設置します。
・県の実施している温暖化対策事業や節電・省エネ情報を、院内５ヶ所の掲示板
スペースに設置します。
・佐久総合病院広報誌「農民とともに」に『さわやか信州省エネ大作戦２０１１冬』の
運動について掲載します。

7 株式会社　信濃屋酒店 酒販売 代表取締役社長 奥原　賢一
諏訪市中洲三ツ俣
5709-33

・節電・省エネエネルギーに係る数値目標の設定
・『信州エコポイント事業』の普及啓発（チラシ等の配置・ポスターの掲出）
・社員や社員の家族に対する節電・省エネの普及啓発

8 アリオ上田 総合スーパー 支配人 斉藤　博 上田市天神3-5-1

・節電、省エネルギー、自然エネルギー、係わる設備の導入
・店舗内外のLED照明導入、駐車場照明のLED照明導入運用
・自立型風力・太陽光複合発電型　LED照明街路灯の導入運用
・地下水使用の、ヒートポンプチラ設備、空調設備の導入運用

・節電・省エネ関する情報提供
・エココーナーでの、太陽光発電の運用実績の展示
・エココーナーでの、店舗のバイオ燃料運用実績の展示

9 財団法人　中部電気保安協会　長野支部
電気の点検・
保安

支部長 髙松　昌登 長野市桐原1-5-8

・ウォームビズ・暖房温度20℃を徹底します。
・電気・水道・ガソリンの使用量は、昨年度実績のマイナス５％を目標に省エネに
取組みます。
・執務に関係しない場所の消灯を実施します。

・デマンド監視システム導入のお勧めをします。
・「さわやか信州省エネ大作戦２０１１冬」ポスターを掲示します。

「信州省エネパートナー」登録事業者一覧

事業者

代表者

取組内容
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http://www.nagano-toshi-gas.co.jp/
http://www.tobira-group.com/myojinkan/index.html
http://www.sunjunior.co.jp/
http://www.hakubaescal.com/winter/index.html
http://www.syvec.co.jp/
http://www.sakuhp.or.jp/ja/index.html
http://www.sakuhp.or.jp/ja/index.html
http://www.sake-shinanoya.co.jp/
http://www.itoyokado.co.jp/blog/252/
http://www.cdh.or.jp/index.html
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10 株式会社　八十二銀行 金融業 取締役頭取 山浦　愛幸
長野市大字中御所
岡田178-8

・平成１４年より全店で導入している環境マネジメントシステム「ISO１４００１」の活
動を継続し、徹底することにより、職場の省エネルギーを強化します。
・ウォームビズを徹底し、空調の設定温度を見直します。
・不要な電気の消灯を徹底し、節電に努めます。

・当行オリジナルのウォームビズポスターを作製し、本部・支店に掲示することによ
り、お客さまへのウォームビズへのご理解・普及を図ります。また、長野県環境保
全協会会員企業約５００社に長野県環境保全協会と連名でポスターを送付し、県
内企業のウォームビズの取組みを啓発します。
・全役職員が各家庭でCO2排出量を削減する「エコライフ活動」を実施します。ま
た、冬季の家庭での節電活動の具体的方法を職員に周知します。

11
特定非営利活動法人　八ヶ岳单麓まちづ
くり会議

地域活性化・
まちづくり推進

代表理事 高橋　慶
諏訪郡富士見町落
合3704－1

・荒れた林を整備し、薪ストーブに活用。近隣のお年寄りにも配布する。

・地域の人に向けて自然エネルギーの普及・啓蒙のための勉強会・ワークショップ
の実施します。
・県の実施している温暖化対策事業や節電・省エネ情報をホームページで紹介し
ます。

12 株式会社　モキ製作所
薪ストーブ販
売

代表取締役 茂木　国豊 千曲市大字内川96
・環境に配慮した製品開発　販売促進
・感興情報の提供を推進　自給自足が出来る商品の展示会を実施
・薪ストーブ・薪ボイラの使用により石油　電力　ガス　低減

・温暖化対策に関わる政策アイデアを提案
・信州エコポイント事業の普及啓発　設備機器協力会社として登録　ポスター掲示
・省エネ研究会の実施

13 長野県農業協同組合中央会
農業の総合指
導機関

会長 大槻　憲雄
長野市北石堂町
1177-3

・ウォームビズを徹底し、空調の設定温度を２０度以下とします。また、未使用会議
室の空調設備の電源OFFを徹底します。
・照明の間引き、消灯につとめます。
・省エネ型照明設備（安定器、Hf蛍光管）を導入します。
・OA機器、事務機器の省電力対策、電源の管理を徹底します。

・県のすすめる「さわやか信州省エネ大作戦２０１１冬」のポスターを掲示し、意識
向上に取り組みます。

14 株式会社　長野銀行 金融業 取締役頭取 中條　功
松本市渚2丁目9ー
38

・ウォームビズを徹底し、空調の設定温度に配慮します。

・店舗の窓口に省エネ普及に関するチラシ等を配置し、家庭における省エネの普
及啓発に努めます。
・「ながぎんエコキャンペーン」を積極的に推進し、エコ住宅・エコカーなどの環境に
やさしい設備の普及促進を図ります。

15
長野県厚生農業協同組合連合会
長野松代総合病院

病院 院長 秋月　章
長野市松代町松代
183

・省エネルギー対策委員会を開設し、各種省エネルギー対策を検討・実施してい
く。
・空調機器高効率運転機器導入による消費電力の削減。
・LED卓上スタンド導入により、室内照明の消費電力を削減。

・病院広報誌に「さわやか信州省エネ大作戦2011冬」の運動について掲載する。
・県の実施している温暖化対策事業や節電・省エネ情報を紹介する掲示板スペー
スを設ける。
・県地球温暖化協議会に積極的に参加・協力（開催場所の提供等）をしていく。

16 カラマツストーブ普及有限責任事業組合
薪ストーブ普
及、販売

代表 清水　馨 茅野市湖東2030-1

・２００６年１０月、８人の出資により事業組合を設置しました。鋼板製薪ストーブの
普及活動を通じて間伐材の有効利用、CO2の削減を目標にしています。５年間で
２８０台の納入実績です。
・諏訪合同庁舎１階、県民ホールに旧林野弘済会からの寄付により設置され、県
民の皆様に体感していただいています。
・２０１０年には薪ステーションを設置。間伐材等の受け入れ、薪の販売を開始しま
した。同時に体感イベント、薪作り体験学習なども企画実行しています。

・県の地域づくりネットワーク、自然エネルギー信州ネットに参加、組合の取り組み
を紹介しました。
・組合設立に当たっては、森林再生の理念を共有するため、パンフレット、パネ
ル、ビデオ、スライド等を作成し、啓蒙活動に利用しています。（一部元気作り支援
金を利用）
・中学生の自然体験学習を受け入れ、エネルギーの地産地消を軸に指導していま
す。

17
長野県厚生農業協同組合連合会
安曇総合病院

病院 院長 中川　真一
北安曇郡池田町大
字池田3207－1

・設置されている「経費削減・省エネ部会」の主導により、職員全体で省エネに取り
組んでいる。
・冬期のエアコン温度を１８℃に設定している旨のポスターを掲示している。
・今年度のCO2削減目標を、平成21年度に対し１％減と設定している。

・職員に対しエネルギー使用量が分かるよう、職場代表者会議や部会ニュースで
月一回報告している。
・新規に県の実施している温暖化対策事業や節電・省エネ情報を紹介する掲示ス
ペースを設ける。

18 有限会社　カンパニー
LEDライト等販
売、コンビニエ
ンスストア経営

代表取締役社長 竹本　斉 須坂市相森町971-4

・電力供給ピークタイムに配慮します。
・犯罪・事故等の発生回避を踏まえた省エネを提案します。
・店舗経営者へのセブンーイレブン本部からの店舗省エネ技術設備導入の案内
を、技術的効果の有益性と財政的限界を踏まえ、積極的に取り入れます。

・店舗にて、信州エコポイント事業に関する資料の掲示をします。
・店舗にて、長野県実施の省エネ活動に関して広報依頼のある文書類の掲示をし
ます。
・自社ホームページにてビジネスパートナーの技術・知財に抵触しない場合、情報
の開示をします。
（その他）
・取り組みに関して周知し、従業員の各家庭及び外部関係者へ効果の反映を期待
します。
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http://www.82bank.co.jp/
http://876-kaigi.org/
http://876-kaigi.org/
http://moki-ss.co.jp/index.php
http://www.iijan.or.jp/chuoukai/index.php
http://www.naganobank.co.jp/
http://www.nagano-matsushiro.or.jp/
http://www.nagano-matsushiro.or.jp/
http://karamatsu-stove.jp/
http://www.azumi-ghp.jp/
http://www.azumi-ghp.jp/
http://www.company-co.com/index.php

